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インクルージョン＆ダイバーシティ 
取り組み方針 

NECでは、「NECグループ人権方針」にもとづき、人権、信条、年
齢、社会的身分、門地、国籍、民族、宗教、性別と性自認、性的指
向、障がいの有無などによる差別を行うことなく、一人ひとりの個性
を尊重し、個人の尊厳を傷つけないことに加え、事業活動のみならず
会社の制度や研修機会をとおして各自の能力・経験値を上げ、相互を
高め合い成長できる文化を創り、事業成長への貢献を目指すインク 
ルージョン＆ダイバーシティ（以降、I&Dと略）を推進しています。 

 
このI&Dは、以下視点で取り組みを推進します。 
・ NECのESG視点の経営優先テーマ「マテリアリティ」のひと
つである「社会感度の高い人財の育成」の推進。異なる価値
観・文化を理解し、受け入れ、社会価値を創造できる人財の
育成 

・ アンコンシャスバイアス（無意識の偏見）の解消、NECグループ
従業員一人ひとりが体現するべき行動基準として制定した
「Code of Values」の「組織はオープン、全社員が成長できるよ
うに」の推進 

・ 働き方改革の一環での、ワークライフバランスの基盤整備、
スマートワークおよび社内コミュニケーションの推進 

 

 ESG視点の経営優先テーマ「マテリアリティ」 
 
 

推進体制 

2018年度まで、NECのダイバーシティ推進のための専任組織と
して2013年に設置した人事部内のダイバーシティ推進グループが
取り組みを進めてきましたが、従来のダイバーシティ推進を含む
インクルージョンをより一層推進するため、2019年4月、人材組

織開発部内にインクルージョン＆ダイバーシティチームを新設し
ました。社内の関係部門と連携しながら、女性の活躍推進、障が
い者雇用促進、性的マイノリティ（LGBT）に対する理解・支援諸
施策などに関する取り組みの企画立案や施策を展開し、社内の多
様な人材がその個性や特性を活かし、能力を最大限に発揮できる
ような風土づくりや仕組みづくりを行っています。また、NECグ
ループ各社に対しては、各社の人事部門責任者で構成された
「NECグループダイバーシティ推進会議」において、情報共有、
施策の展開等を行っています。 

 
 

施策と 2018年度の主な活動実績 

グローバルな人材採用の推進 
NECでは、グローバル事業の拡大に向けて、研究、技術、営

業、スタッフの各部門で外国人を採用し、各部門の水準向上およ
び多様性の推進を図っています。また、海外現地法人から従業員
を積極的に受け入れ、人事交流や人材育成を行っています。新卒
の外国人留学生採用にも力を入れるとともに、海外大学からの直
接採用も実施しています。なお、2018年度は31名の外国人を新
卒社員として迎え入れました。 
 
当社では、外国人や海外の大学に在籍する日本人、海外留学経

験者などが10月に入社できる制度を設けています。また、外国人
の入社の増加に伴い、入社手続き関連の文書をはじめ、主要な社
内規定、文書類について英語版の整備が完了しています。さら
に、新入社員教育における英語対応も行われ、多様な人材を採用
する環境整備を推進しています。 

 

 人材開発・育成 
 

女性の活躍推進 
当社では、1985年の「男女雇用機会均等法」の制定以前から、性

別を問わない人材採用と登用を進めており、新卒採用に占める女性の
比率は約30％となっています。また、管理職全体に占める女性の割
合はすでに5％を超えており、組織長や部長職以上の幹部クラスにお
いても、109名の女性が活躍しています。（2019年4月1日現在） 
女性活躍推進に関連する数値に関しては、厚生労労働省のウェブサ

イト内にある「女性の活躍推進企業データベース」で対象となる全項
目を公表しています（詳細は、「データ集」をご参照ください）。 
 

 データ集 

 女性の活躍推進企業データベース（厚生労働省ホームページ） 
 
 
女性活躍推進法への対応 
当社は、2016年4月に施行された「女性活躍推進法」にもとづき行

動計画および数値目標を策定し、女性活躍の推進に取り組んでいま
す。 

2018年度末を期限とした「部長以上の女性比率を5%にする」とい
う目標については4. 8%（2019年4月1日現在）と未達でしたが、以下
施策の継続・強化で、以下目標値の達成を目指します。 
［施策］ 
① 多様な人材に対するマネジメント力向上 
② ロールモデルを通した女性自身のキャリア意識の向上 
③ 有望な女性社員を発掘し育成する仕組みづくり 
［目標値］ 
・ 2020年度までに部長以上の女性比率を５％にする*1 

 
また、女性活躍推進法に関わる優良企業としての認定マーク

（えるぼしマーク）については、「採用」「継続就業」「労働時間
等の働き方」「管理職比率」および「多様なキャリアコース」の
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５項目すべてにおいて認められ、2016年4月に1回目の認定企業と
して最高位の「三つ星」を取得しました。 
 
引き続き、女性登用の加速、適材適所の推進などを行い、2025
年度には、女性従業員比率30%、女性管理職比率20%を目指し
ます*2。 

 
*1  2021年4月1日時点において 
*2  いずれも2026年4月1日時点において 
 

 
女性管理職による働き方改革・ダイバーシティ推進活動 

NECの女性管理職有志の会「Scarlet Elegance in NEC (通称
SELENE）」は、2014年から女性従業員向けに、役員や幹部、外
部講師を招いた対話イベントや勉強会を開催してきました。 
2017年度からは、個々の職場ニーズに応じたイベントの企画を
サポートしています。 
 
2018年度は、事業部長有志との女性の活躍推進をテーマにした
対話会の実施、地方拠点における現地の企業向けの働き方改革の
講演など多彩な活動を行いました。 

 
 
女性管理職の集い 
NECグループ各社の女性管理職のネットワークを形成し、自分

なりのロールモデルやさらなるキャリアを描くための一助として
女性管理職の集いを2019年３月に開催しました。NECグループ７
社から37名が参加し管理職としてのやりがいなどをテーマにグ  
ループディスカッションを行いました。今後、対象会社を広げ、
より広い範囲からの参加者を募る予定です。 

 
 
育児休職者向け復職応援セミナー 
復職を間近に控えた育児休職中の従業員が、仕事と育児を両立し
ながら、もっと自らのキャリアを充実させることを目的に、2014

年度から開催している復職応援セミナーは、2019年2月に5回目
のセミナーを開催しました。 
 
今回から対象をNECグループ全体に広げ、2日間にわたり計４社

100名の育児休職者が参加し、会社の動向や両立支援制度をはじ
めとする施策・制度を周知するとともに、復職後の両立をイメー
ジするグループワークを行いました。 
 
また、仕事と育児を両立中の先輩社員に復職後の生活や両立の

工夫などに関するアンケートを実施しました。男女合わせて延べ
150名から回答が寄せられ、集計結果は「先輩社員のリアル」とし
て参加者、回答者、復職者の上司と共有しました。こうした取り組
みにより、当社の復職率はほぼ100％となっています。 
 
 
女性営業職を対象としたキャリア開発イベント 
当社では、女性営業職の全社横断的な育成や次世代リーダーの

育成を重要なテーマと位置づけています。 
 
2018年度には、「全国女性営業職会議」「異業種交流会」を実

施し、役員、管理職または先輩社員とキャリアについて議論する
機会を作り、全国レベルでのネットワーク拡大や働き方の視野拡
大を図っています。また、異業種企業の営業職との交流会を開催
し、社外のネットワークを作ることで、視野・思考の拡大を支援
しています。 
 
 

障がい者雇用の推進 
NECでは、1979年から人事担当役員を議長とする「障がい者雇

用推進中央会議」を設置し、障がい者雇用に取り組んできました。 
「できることは自分で、できないことは助け合って」という考え方
のもと、現在、障がいのある従業員372名（2019年6月1日時点、
日本電気（株）、NECフレンドリースタフ、NECマネジメントパー
トナーの合計値）が働いています。 

採用選考のバリアフリー化を進めるため、「障がい者採用窓口」を
設置し、ハローワークなどが主催する障がい者向けの合同面接会に積
極的に参加しています。また選考時には、手話通訳の手配や点字によ
る試験を実施するほか、入社前にもバリアフリー状況を確認するな
ど、一人ひとりの障がい特性に応じたサポートを行っています。 
さらに入社後は、キャリアレビュー面談を通して業務に必要な

配慮を定期的に確認しています。2016年4月からは、人権ホット
ライン窓口において、合理的配慮*の相談を受け付けています。 
このほかにも、国内関係会社の人事責任者をメンバーとした

NECグループダイバーシティ推進会議の開催、有識者やハロー  
ワークをはじめとした機関や社会福祉法人などと協力しながら、
NECグループ全体で障がい特性や業務適性等の理解を深める勉強
会を定期的に開いています。 

 
* 障がいのある労働者の有する能力を有効に発揮するにあたり、支障となっている
事情を改善するための措置 

 
 
NECグループ障がい者就職フェアの開催 
2012年度からは、障がい者採用におけるグループ連携の強化を

目的として、NECマネジメントパートナーを窓口とする採用支援
サービスのシェアード化を行っています。2018年度は、グループ
５社が連携し就職フェアに参加しました。 

 
 
特例子会社―― NECフレンドリースタフ（株） 
当社は、2003年3月に障がい者雇用特例子会社であるNECフレ

ンドリースタフ（株）を設立し、知的および精神障がい者の雇用
を推進しています。本社を府中事業場内に置き、田町、我孫子、
玉川の各拠点に事業所を開設し、2019年4月1日現在、110人の
障がい者を雇用しています。 
主な業務として、オフィスサービス、清掃や緑化業務、営業関

係書類などの電子化に従事し、NECの企業市民活動“NEC Make-
a-Difference Drive”の支援なども行っています。 
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これらの業務は、NECの業務効率化の推進に加え、コンプライ
アンス面の管理強化にも貢献しています。今後も、多様な事務支
援業務の切り出しを前提に特例子会社の業務拡大を目指していき
ます。 
 

聴覚障がいのある NEC グループ従業員の自己啓発を支援 
2015年度から、NECグループに在籍する聴覚障がいのある従業

員を対象に、NECについての知識を深めるための勉強会を開催し
ています。これは、NECが毎年開催しているイベント「C&Cユー
ザーフォーラム&iEXPO」で、自らと同じように聴覚障がいのある
お客さまをご案内した従業員からの「会社の事業について、イベ
ントの直前に学ぶだけでなく、日頃から理解を深めたいが、学ぶ
機会が少ない」との意見をきっかけとして始めたものです。 

2018年度は、製品・ソリューションの紹介などの事業動向紹介
のほか、CSマインドセミナー、情報保障の工夫、ヒューマンエラー
防止などNECグループで働く一員として重要となるテーマを選定し
て実施し、全4回延べ約200名が参加しました。 
また、聴覚障がい者同士が、ディスカッションや発表を行う機

会を持つことで、業務の知識やノウハウを深めるだけでなく、組
織の壁を越えたネットワークを形成することができました。 
この勉強会では、講師の講演内容を手話で伝えるだけでなく、

要約した内容のスクリーンへの投影や、磁気ループ（補聴器から
聞き取りやすくする装置）の設置など、ICTを使った情報保障を
実施しています。 

 
NECは、ICTがコミュニケーションを補い、情報格差の解消に

貢献する技術であるという考えのもと、今後ともすべての従業員
がいきいきと働ける職場づくりを進めていきます。 
 
 

シニア層の多様な働き方の支援 
当社では、社外での新たなキャリアを望む従業員や定年を迎え

る従業員の多様なニーズに応えるため、本人選択型のキャリア支
援制度を導入しています。これは、自ら社外で新たなキャリアの
開発を計画・実施する従業員に対しては、会社が経済的、時間的

な便宜を図り、主体的に人生設計する取り組みを支援するという
ものです。こうした取り組みは1998年から行われており、現在、
45歳以上の従業員を対象とした「能力開発休暇制度」「セカンド
キャリア準備支援金制度」「能力開発研修費補助」「再就職支援
サービス付与」という４つの制度を実施しています。 

 

また、意欲と能力のある人材に継続して活躍する場を提供する
ため、60歳以降も働くことを希望する従業員に対して、最長65歳
まで雇用延長できる仕組みを導入しています。2015年度からは職
種、職務内容、勤務条件など本人の希望を踏まえ、個人と組織双
方のニーズのマッチングを図る仕組みとして、雇用延長者を対象
とした人材公募も実施しています。 

 
 

LGBTに対する取り組み 
自分らしく安心して働ける職場づくりを進めるためには、

LGBT*1に関する正しい理解とAlly*2を増やすことが先決と考えて
います。2018年度は、以下の取り組みを行いました。 

 
*1：Lesbian（レズビアン）、Gay（ゲイ）〈同性愛者〉、Bisexual

（バイセクシュアル）〈両性愛者〉、Transgender（トランスジェ
ンダー）〈性同一性障がい者など、からだの性とこころの性が一致
しない人〉の頭文字をとったもので、セクシュアルマイノリティの
総称のひとつ。 

*2：Ally（アライ）とは、LGBT当事者の理解者であり応援者のこと。 
 
 
公正な採用に向けて 
採用面談マニュアルの中にLGBTに対する記載事項を加え、採用

面談員が適切な面談が実施できるよう注意を喚起しています。ま
た、エントリーシートの性別記入欄は廃止しています。 

 
1） 人権の観点から差別や個人の尊厳を傷つけるような面談を

絶対に行わないこと 
2） 面接時などにカミングアウトした場合でも、LGBTに関す

る質問に終始しないこと 
3） 本人の能力および業務適性のみで判断すること 

 
Web 教育の実施 
2018年12月に、全従業員を対象とするWeb教育「企業と人

権」の中で、多様な人が働く中での人権課題のひとつとしてLGBT
を取り上げ、理解促進を図りました。 

なお、NECのLGBTに関する具体的な取り組みについては、経団
連のホームページに掲載されています。 

 

 ダイバーシティ・インクルージョン社会の実現に向けて 

（経団連ホームページ） 
 

地域コミュニティにおける取り組み 
以下に記載した社会貢献活動を通じて、地域のコミュニティに

おけるインクルージョン＆ダイバーシティについての意識啓発と
理解の促進にも取り組んでいます。 

 
・ 車いすテニスの大会に対して28年以上スポンサーを継続す
るとともに、従業員が国内大会の線審を務めるなど、大会運
営のボランティア活動を実施（1991年から）。 

 
・ ICTを活用してALS（筋萎縮性側索硬化症）や筋ジストロフ
ィーなどの重度身体障がい者のコミュニケーション支援を普
及・啓発する「NEC難病コミュニケーション支援講座」を実
施（2008年から）。 

 
・ NGO「セーブ・ザ・チルドレン」と「国連グローバル・コンパク
ト」、そしてユニセフが共同で発表した「子どもの権利とビジネ
ス原則」に記されている子どもの権利に対応した取り組みとし
て、小・中学生が安全なインターネットの活用方法を楽しみなが
ら学べる「NECネット安全教室」を実施（1999年から）。 
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